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                   見直 の概要
                    ，平成２９年１月分料金  請求時  ，燃料費調
整額 算定    ，    中国地域 一致        ，東京電力      
   株式会社（以下， 東京電力 ） 同 内容 見直    
平成２８年１2月分燃料費調整単価 比較  場合， 客   実質 支払     
料金 ，      １kWh   ▲2円38銭※1お安くなります。

        電気料金 算出方法】

電力量料金単価 平成28年12月分
燃料費調整単価※1 お支払単価

現行 25円62銭
変更  

▲2円34銭
中国地域の適用単価 23円28銭

見直 後 25円62銭
変更  

▲4円72銭
東京電力 適用単価 20円90銭

▲2円38銭

（単位：1kWhあたり，税込）

基本料金  
25.62円/kWh

× 使用量＋
（最低月額料金 3,240.00円）

電力量料金

燃料費調整単価
× 使用量

燃料費調整額

＋

  月 電気  使用量    料金 計算     使用量      ，電力量料金 単価 一律   

※1

再  賦課金単価
× 使用量

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ発電促進賦課金

＋
今回 見直 部分※2

※2 詳細はP7を参照。

※1 見直  実施  平成29年1月分料金 11月末 公表   燃料費調整単価 適用    ，変動  可能性      
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見直 後                     特長

    料金比較（12月分燃料費調整単価 場合）】

1. 東京電力 従量電灯Ｂ ，( )内 契約電流 場合 料金 ，当社 試算       
2.    料金  ，平成28年12月分 燃料費調整額   消費税等相当額 含 ，口座振替割引額   再生可能     発電促進賦課金 含     
3. 年間    額 ，平成28年12月分料金   試算  月間    額 年間換算(12倍)       ，実際 年間    額 ，電気のご使用実績等によって変動します。

年間
約28,100円（▲16%）おトク！

年間
約10,800円（▲10%）おトク！
年間

約1,700円（▲3%）おトク！

電気料金 ，首都圏においてトップクラスの低水準※1です。
東京電力 従量電灯Ｂ 比較 ，契約電流30アンペア以上の，多くのお客さま
（  月  使用量 概 150kWh以上）にメリットがあります。
40       月  使用量 400kWh 場合，年間約10,800円 安   ，
 使用量 多        大      。
 使用量 契約電流      ，料金単価 一律※2です。

※1 首都圏 事業展開  主 小売電気事業者 比較  場合，40    400kWh以上 最安 料金水準 
※2 電気料金 合計 3,240円 下回 場合 ，最低月額料金3,240円を頂戴します。

注：
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「ぐっとずっと。プラン シンプルコース」加入によるメリット一覧

東京電力（従量電灯B） 契約電流
30アンペア 40アンペア 50アンペア 60アンペア

月
間
ご
使
用
量

200kWh
▲1,680円
（▲3％）

▲5,052円
（▲9％）

▲8,424円
（▲14％）

▲11,796円
（▲19％）

300kWh
▲2,136円
（▲3％）

▲5,508円
（▲7％）

▲8,880円
（▲11％）

▲12,252円
（▲14％）

400kWh
▲7,416円
（▲7％）

▲10,788円
（▲10％）

▲14,160円
（▲12％）

▲17,532円
（▲15％）

500kWh
▲12,696円
（▲9％）

▲16,068円
（▲11％）

▲19,440円
（▲13％）

▲22,812円
（▲15％）

600kWh
▲17,976円
（▲11％）

▲21,348円
（▲12％）

▲24,720円
（▲14％）

▲28,092円
（▲16％）

  使用形態別 年間    （東京電力  従量電灯Ｂ   比較） 
＜上段：年間    額，下段：    率＞

1. 東京電力 従量電灯Ｂ ，当社 試算  料金   
2.    料金  ，平成28年12月分 燃料費調整額   消費税等相当額 含 ，口座振替割引額   再生可能     発電促進賦課金 含    。
3. 年間    額 ，平成28年12月分料金   試算  月間    額 年間換算(12倍)       ，実際 年間    額 ，電気  使用実績等によって変動します。

30アンペア以上で，  月  使用量 概 150kWh以上のお客さまから，おトクになります。

注：
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＜適用対象のお客さま＞
○ 東京電力 従量電灯Ｂ（60アンペア以下）に相当するご契約のお客さま。
○ 料金          払      支払        
○ 当社の提供する会員制WEBサービス「ぐっとずっと。クラブ」にご加入いただきます※。

※ 電気  使用量等 WEB上  確認      （紙面   電気 使用量
  知    発行 行    ） 

「ぐっとずっと。プラン シンプルコース」の概要

＜                 料金単価表（税込）＞

料金単価

電力量料金（円/kWh） ２５．６２

最低月額料金（円/契約） ３，２４０．００

1. 燃料費調整     ，東京電力 同 燃料費調整単価 適用    
2.  使用量 応  算定  金額（電力量料金） 最低月額料金（3,240円）

 下回 場合（使用開始月   廃止月 除 ） ，最低月額料金 再生可
能     発電促進賦課金 加  金額  請求    

注：

P5Copyright© The Chugoku Electric Power Co.,Inc. All rights reserved.

「エネルギアポイントサービス」の概要
「ぐっとずっと。プラン シンプルコース」にご加入いただくと，「エネルギアポイントサービス」を
     利用       
毎月 電気料金                    参加 応  貯        ，
中国地域 魅力 詰   商品     に交換いただけます。
  月 電気料金 10,000円 場合，年間約1,000ポイント※貯まります。

エネルギアポイントサービス

ポイントを提携企業の商品・サービスなどに交換でき，
加入者限定特典を受けることができます。

     一例

エディオンメニュー カープ応援メニュー NTTドコモメニュー フタバ図書メニュー サンフレッチェ広島
サポートメニュー

     全9種類    （平成28年11月時点）

※   月 電気料金 10,000円（年間600    ） ，初回    （100    ） ，各種     （     ，    毎日最大3    等） 参加     獲得  場合 

毎月 電気料金 ，ポイントが貯まる！

コンテンツ参加で、さらにポイントが貯まる！

多彩な商品やサービスと交換できる！

特産品 寄付 抽選
中国地域 魅力 詰   商品      交換     

コラボレーションメニューに加入された方は，こちらはお選びいただけません。
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「コラボレーションメニュー」（カープ応援メニュー）

• カープグッズへの交換
• 観戦チケットへの交換
• 球場で使えるクーポンへの交換
• 観戦チケットの抽選参加

ポイントの貯め方 ポイントの使い方
•     公式戦 勝利
• 年間成績（優勝 ３位  ）
• 優勝のボーナスポイント
•   他不定期 実施  企画

2016シーズンの実績
• 抽選で，合計800名様をマツダスタジアムのセントラル・リーグ公式戦にご招待！
•     ，中国電力主催 スポンサード・ゲームには，抽選で500名様をご招待し，当選者（一部）の方に，「花束
贈呈」「始球式」「スタジアムツアー」「CCダンス」をプレゼント！

• このうち，首都圏のお客さまを対象に抽選で70名様を「首都圏カープ応援ツアー」（スポンサード・ゲーム）にご招待し，
「場内 アナウンス」「キャッチボール」「ホームランガール・キッズ」「CCダンス」「球場スタッフ体験」をプレゼント！

• さらに，クライマックスシリーズの観戦チケットを抽選で20名様にプレゼント！
•     公式戦勝利，黒田投手 日米通算200勝，新井選手の2000本安打の記録達成，リーグ優勝でポイント
を進呈！

•       感謝   入場整理券 抽選 200名様にプレゼント！

2016     ，記録達成 優勝 記念 ，様々 特典  用意     
来     皆   喜         ，魅力的 特典  用意    

「カープ応援メニュー」のサービス内容
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（ ）

 燃料費調整単価 算定概要】（  ，今回 見直 部分）

＜参考＞ 燃料費調整制度 概要

発電 使 原油，LNG   石炭 燃料価格 ，為替    市場 動    変動    
 燃料費調整制度  ，  燃料価格 変動 電気料金 反映   制度  。
具体的  ，約款 設定  基準燃料価格 ，財務省 発表  貿易統計実績    算定  
燃料価格 ３ 月間 平均値（＝平均燃料価格）  変動分 電気料金 反映    
今回 ，燃料費調整単価 算定根拠   基準燃料価格 換算係数 基準単価 見直     

○ 平均燃料価格 算定 平均燃料価格 ＝ Ａ × α ＋ Ｂ × β ＋ Ｃ × γ

※ 平成28年12月分料金 適用  場合 ，平成28年7月 9月 貿易統計実績    算定 

○ 燃料費調整単価 算定

（Ａ）原油価格 （α） 0.1970
（Ｂ）LNG価格
（Ｃ）石炭価格

（β） 0.4435
（γ） 0.2512

×

×

×
平均燃料価格

［換算係数］［３ヶ月間の平均値※］

・・・ ①

（ ）燃料費調整単価
《マイナス調整》

＝ 基準燃料価格
44,200

① 基準燃料価格
を下回る場合

基準単価
22.8銭×平均燃料価格

①ー

燃料費調整単価
《プラス調整》

＝① 基準燃料価格
を上回る場合

基準単価
22.8銭×平均燃料価格

①
基準燃料価格
44,200ー

(円/kl)

／1,000

／1,000


